
第45巻6号2021年10月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

2 0 2 1

１０月号

｢トークイベント｣はYouTubeで視聴できます
｢トークイベント～どこまで言っても良いん

会｣はいよいよ10月９日(土)･10日(日)開催です。

Zoom による参加は10月６日が締切ですが、視聴

だけなら YouTube ライブでも

ご覧いただけます。次の URL
か QR コードからお入りくだ

さい。https://bit.ly/nlt2021z
【スケジュール】９日10:00～11:30＝①最新

のウエアラブルデバイス、13:00～14:30(前号の

開始時刻は誤りでした)＝②視覚障害者向けの

機器･用具のお悩み相談、15:30～17:00＝③移

動支援の今そこにある未来。

10日10:00～11:30＝④ iPhone やアプリ特集

(初級編)、13:00～14:30＝⑤同(中級・応用編)。

専門点訳・音訳講習会の日程変更について
緊急事態宣言のため、３つの専門講習会の開

催日程を以下のように延期しました。

＊点字編集システム実践コース＝11月24日(水)･

25日(木)

＊小説の読み方コース＝10月20日(水)/21日(木)

＊テキストデータ作成コース＝10月５日(火)/

23日(土)

みんぱくで｢さわる!“触”の大博覧会｣

吹田市の国立民族学博物館では、特別展｢ユ

ニバーサル・ミュージアム～さわる!“触”の大

博覧会｣を11月30日まで開催中です。大きな特

徴は、すべての展示品を触ることができること。

同館准教授、広瀬浩二郎氏の企画の下、｢歴史

にさわる｣｢風景にさわる｣｢音にさわる｣など６

テーマに分けて、さまざまな素材と手法を用い

た作品を集め、｢視覚を使えない不自由｣ではな

く、｢視覚を使わない解放感｣の体験を呼びかけ

ています。コロナ禍で失われた“触れあい”の

文化に手を伸ばしてみませんか。水曜休館(11

月３日は開館し４日休館)。観覧料880円(障害

者手帳所持者と同伴者は無料)。オンライン予

約を推奨。ご来場の際は同館のホームページ

(https://www.minpaku.ac.jp/)をご確認下さい。

10月の休館について

エンジョイ！グッズサロンと図書貸出は以下

の通り休室します。その他は暦通りです。

10月９日(土)＝トークイベント開催のため

10月12日(火)＝10日(日)トークイベントの振替

10月14日(木)＝書庫・在庫整理日
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減ることのない｢プライベートサービス｣への期待

個人の依頼に応えて点訳、音訳、テキストデータ化の取り組みを

当館では、ボランティアの皆様の尽力で、点字・録音の図書や雑誌、アクセシブルな電子書籍

を蔵書化し、貸出やサピエ図書館等から提供しているのと並行して、個人の利用者のご依頼に応え、

希望される本や書類などを点訳、音訳、またはテキストデータ化する｢プライベートサービス｣を

おこなっています。年間７万点余りの出版物の内、今なお点訳・音訳・電子書籍化されるのは２万

点に満たない中、｢プライベートサービス｣に期待される役割は非常に大きなものがあります。そ

の製作・提供現状と今後の課題をお伝えしたいと思います。(総務係主任 谷口由紀)

プライベートサービスの概要

当館の点訳、音訳、テキストデータ化のプラ

イベートサービスの対象は、大阪府内に在住・

在勤・在学の視覚障害等の方で、製作を希望す

る資料は、ご本人にご用意いただきます。

製作費用は無料ですが、完成した点字の印刷

やＣＤでのお渡しは、実費をいただいています。

受付は当館５階サービス部(エンジョイ！グ

ッズサロン)で、直接ご来館もしくは資料を郵

送いただき、ご相談に応えています。

また、サピエ図書館に登録されているパソコ

ン点訳図書データの点字打ち出しやフロッピー

ディスクでの提供もしています。

利用(提供)件数とご依頼の内容

2020年度の利用件数は122件(点訳25件、音訳

23件、テキスト化14件、点字印刷60件)でした。

新型コロナウイルスの影響で図書・情報サービ

スが一時休止したこともあり、件数は2019年度

の208件と比べ大幅に減りましたが、内容は専

門書の依頼が多く、１件１件に高い技術と長時

間の取り組みが必要なものとなっていました。

ご依頼内容には以下のようなものがあります。

・学習参考書、問題集

・資格取得のためのテキスト

・取扱説明書

・社会学、宗教、工学など専門分野の資料

・楽譜など

製作のご依頼は新しい図書ばかりではありま

せん。古い本はサピエ図書館を探しても見つか

らないことも多く、｢昔読んだ本をもう一度読

みたい｣と製作を依頼される場合もあります。

また、｢長年大切に持っていた(墨字の)図書が

やっと読めた｣と喜ばれる利用者の方もおられ

ました。

｢１日も早くお渡しすること｣を目指して

特に取扱説明書や学習参考書などは、｢１日

も早く必要｣という場合が少なくありません。

プライベートサービスでは、利用者の方が必

要な時機に提供できることを目指し、蔵書の製

作とは異なる段取りで製作をしています。

その一つの取り組みとして、対面リーディン

グサービスとの連携があります。ご希望の本を

持ってきていただき、対面で目次を確認。より

優先度の高い部分を先に確認してから製作する

などの対応もしています。ただし、現在はコロ

ナ禍で対面リーディングサービスが休止中のた

め、この方法が取れないのが残念です。

多様なニーズは今後も継続

全国の視覚障害者情報提供施設でもほとんど

が点訳、音訳等のプライベートサービスを実施

しています。当館でおこなっているサービス以

外にも、カセットコピーや点字シールの製作な

ど、多様な依頼が寄せられているようです。

今年６月、｢改正障害者差別解消法｣が公布さ

れました。今後は公共団体だけでなく民間事業

者にも｢合理的配慮｣の提供が義務化され、発行

する印刷物等を視覚障害者等が読める形で提供

することが求められるようになりますが、細や

かな対応を必要とする｢生活にすぐ必要な書類

・資料｣等の点訳、音訳、テキストデータ化の

ご依頼は、まだまだ減ることはありません。

今後もプライベート製作のご相談をした際は、

ぜひご協力くださるようにお願いいたします。

センターのページ
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いつでも、どこでも｢新しいこと｣との出会いを楽しみに！

点字製作係 大下 歩
あゆみ

当館では、今春、新しい職員を迎えました。英語と西語が堪能。“お笑い”が大好きな、館内

最年少の新人です。コロナ禍でボランティアの皆さんはもちろん、職員との交流も限られる中、

日々、点字図書の製作に励んでいます。彼女のみずみずしい自己紹介をお届けします。(竹下)

大阪初日の異文化体験は｢わらびもち｣売り

｢わらびいーもちー。冷たーいわらびもち｣

窓の外から流れてきた聞きなれない呼び声に、

私は引っ越しの後片付けを放り出してマンション

を飛び出しました。耳をそばだてながらウロウロ

するうち、すぐ近くの公園で音の正体を発見！

わらびもちを売るキッチンカーでした。

｢車体は迷彩柄で、荷台に黄色い壁と屋根が

付いてるよ｣と、一緒に来ていた母。大きな

お玉を持ったおじさんが、わらびもちを桶から

がっぽり掬ってはパックに詰めています。

迷わず一つ買い求めながら、私は体の芯が

カッと熱くなるのを感じていました。鼓動が速

まり、あらゆる細胞が活性化していくようです。

何か今まで知らなかった新しい物に出くわし

たとき、決まって訪れる感覚です。

そう、わらびもちを売る車なんて私の地元に

はありませんでした。同じ日本なのに、引っ越

し初日にして異文化に遭遇です。そしてそれは、

私の望むところでした。

私はこの６月、神奈川県の実家を離れ、日本

ライトハウス情報文化センターで触読校正のお

仕事を始めました。点字の本を作ってみたかっ

たのはもちろんですが、根っこには｢新しいこ

とに出会いたい！｣という衝動がありました。

今までやったことのないお仕事をしてみたい。

せっかくならこれまで住んだことのない土地で。

何か新しいことを知った時って、栄養満点の

ご飯を食べた時みたいに、血液が浄化されて健

康になる気がするのです。

コスタリカではナマケモノと仰天の出会い

思えば２年前、ダスキン愛の輪基金の海外研

修生として中米コスタリカに一年留学した時も、

バネになったのはそんな漠然とした衝動でした。

そして、実際、そこでの日々は、期待をはるか

に超える｢新しいこと｣に満ち満ちていました。

一番初めの忘れられない出来事は、インター

ン先のオフィスに野生のナマケモノが遊びに来

たことです。一生の大半を高い木の上で寝て過

ごす動物なのに、オフィスのそばの金網、それ

も私の顔の高さにまで下りてきてくれました。

急いで駆け寄り、おそるおそる伸ばした手の

先にその体が触れた時、感動のあまりヘナヘナ

と地面にしゃがみこんだことを覚えています。

頭の先からお尻まで、70センチぐらいでしょ

うか。すんなりとした手足で、背中を下にして

金網にぶらさがっていました。午前中降ったス

コールのせいで全身の長い毛がごわごわと固ま

っているのに、手足の先の３本の太いかぎ爪だ

けは水をはじいて、まるでお湯で戻す前の乾燥

マカロニのような手触りでした。

｢ナマケモノが来るなんて初めてだよ｣。オフ

ィスで長く働く先輩たちに言われました。コス

タリカの土地に歓迎してもらえたようで、とて

もうれしかったです。

｢新しいこと｣を一つずつ楽しみながら

この原稿が皆さんの目に触れる頃は、ライト

ハウスに来て４ヶ月になります。まだまだわか

らないことだらけで、先輩方から毎日学ばせて

いただいています。これからも、｢新しいこと｣

を一つずつ楽しみながら成長していきたいです。

センターのページ
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この「感謝報告｣欄は､当センターの事業にご協力いただいた方々のお名前と内容を感謝を込めてご紹介

するものです。本号では2021年7･8月分を掲載いたします。大勢の皆様のお名前と幅広い活動内容を限られ

た誌面に収めるため､見にくい編集や掲載順の一部変更､敬称の省略等をどうかお許しください。

 点 字 製 作  

7･8月分完成点字図書

27タイトル86冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

ア･ピース･オブ･警句

(小田嶋隆) 5冊

点･校:松下柳子 渡辺節子

校:岡田允子

アエイウエオ青(六条菜子) 7冊

点:清水浩子

校:生嶋貞夫 中沢由美子

加尾美千子

医師が教える内臓疲労回復

(松尾伊津香) 3冊

点:山口節子

校:藤井恵美子 平野 健

歌う鳥のキモチ(石塚徹) 4冊

点:今里みづ代

校:加尾美千子 土橋貞子

消えたレッサーパンダを追え!

(たけたにちほみ) 2冊

点:岩本幸子

校:谷村純子 八木光子

鬼滅の刃11(吾峠呼世晴) 1冊

点:南 佳奈

校:栗栖 忍

鬼滅の刃12(吾峠呼世晴) 1冊

点:栗栖 忍

校:南 佳奈

教養として知りたい日本酒

(八木･ボン･秀峰) 4冊

点:井上ゆり子

校:辻 志津江 平野 健

悔しがる力(杉本昌隆) 3冊

点:田端弘美

校:奥村純子 福元悦子

元禄時代の世情譚

(新家猷佑) 4冊

点:木虎真紀

校:安井良恵 岡田允子

言霊と日本語(今野真二) 3冊

点:大安徹雄

校:澤田祐子 岡田允子

室温を2度上げると健康寿命は

4歳のびる(笹井恵里子) 3冊

点:平石孝生

校:山本普実雄 岡田允子

小学生でも知っておくべき!

お金のはなし(大谷清文) 2冊

点:西山和子

校:細見康子 橋詰玲子

人事の古代史(十川陽一) 5冊

点:塚本紀子

校:辻 志津江 平野 健

神社のどうぶつ図鑑

(茂木貞純監修) 4冊

点:松井育子

校:山口節子 岡田充子

大洪水が神話になるとき

(庄子大亮) 4冊

点:阿部節子

校:加瀬 孝 福元悦子

大借金男･百閒と漱石センセイ

(小森陽一 他) 3冊

点:野上満智子

校:梶原由美子 八木光子

超難関中学のおもしろすぎる

入試問題(松本亘正) 3冊

点:南 佳奈

校:宗像真李子 林 季子

橋詰玲子

泣くロミオと怒るジュリエット

(鄭義信) 2冊

点:中川春美

校:生嶋貞夫 加尾美千子

なぜ､人は操られ支配されるのか

(西田公昭) 3冊

点:平澤敦子

校:塚本紀子 岡田允子

武士の家訓(城島明彦) 5冊

点:安井良恵

校:笹川雅子 福元悦子

平安女子は､みんな必死で

恋してた(I･ディオニシオ) 3冊

点:鴻上真理

校:笹川雅子 宗像真李子

モヤモヤそうだんクリニック

(池谷裕二) 2冊

点:篠原苑子

校:橋本和代 八木光子

やせウォーク(森拓郎) 1冊

点:田中真理子

校:永薮直子 平野 健

山田錦の身代金

(山本モロミ) 4冊

点:永薮直子

校:田中真理子 橋詰玲子

よくわかる過敏性腸症候群で

悩まない本(鳥居明監修) 2冊

点:塚本紀子

校:辻 志津江 宗像真李子

檸檬喫茶のあやかし処方箋(レシピ)

(丸井とまと) 3冊

点:山﨑好恵

校:河村牧子 宗像真李子

 録 音 製 作  

7･8月分完成録音図書

20タイトル(書名､著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

｢IR｣はニッポンを救う!

(渋谷和宏) 5:27

音:坂口幸子

校:下山とよみ 土井賀津子

編:山崎千代子

あなたの知らないレトルトカレーの

アレンジレシピ

(一条もんこ) 2:42

音:澤田由紀

校:吉田典子 本村英子

編:川端正子

感 謝 報 告
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あなたは嫌いかもしれないけど、

とってもおもしろい蚊の話

(三条場千寿 他) 3:54

音:野﨑淳子

校:浜本裕子 酒居よし枝

辻野玲子

編:濵 欣子

"意識高い系"がハマる

｢ニセ医学｣が危ない!

(桑満おさむ) 4:34

音:有末 道

校:植田美穂子 久保洋子

松井喜美代

編:吉川順子

京都で町家旅館はじめました

(山田静) 6:31

音:阪本由美子

校:川端砂代子 松井喜美代

編:吉川順子

ゲルニカ(早乙女勝元) 8:05

音:植田美穂子

校:濵 洋一 松井喜美代

編:吉川順子

元号と日本人

(プレジデント書籍編集部) 7:39

音:水谷和子

校:米谷治子 植田美穂子

編:畑 豊弥

こどもキッチン､はじまります｡

(石井由紀子) 3:08

音:荒木節子

校:鈴木ますみ 松井喜美代

編:山崎千代子

コロナとがん(中川恵一) 7:36

音:上月直子

校:渡瀬尚子 松井喜美代

編:八田芙未子

ジョッキーズ(島田明宏) 10:34

音:脇本登志子

校:宮 清子 八田芙未子

編:山崎千代子

人類は｢パンデミック｣をどう

生き延びたか(島崎晋) 4:50

音:田中恵子

校:鈴木ますみ 松井喜美代

編:荒木良子

陀吉尼(だきに)の紡ぐ糸

(藤木稟) 14:24

音:寺下千秋

校:松浦洋子 松井喜美代

編:荒木良子

ドラフト最下位(村瀬秀信) 10:53

音:小林万智子

校:宮 清子 松井喜美代

編:川端正子

農家が教えるもち百珍

(農文協編) 7:10

音:矢切素子

校:柳本絹子 夛田禮子

八田芙未子

編:伊東晴子

病人と看病人(野口晴哉) 6:51

音:前川祐子

ひらけ!オフグリッド

(サトウチカ) 6:44

音:山中眞理子

校:山口孝代

物流危機は終わらない

(首藤若菜) 9:05

音:前川祐子

校:吉田典子 高室雅子

丸めないハンバーグ､包まない

シュウマイ｡(近藤幸子) 2:50

音:坪田捷子

校:平田恵美子 八田芙未子

編:辻野玲子

ムダな通院を減らすたった１つの

こと(小坂文昭) 4:36

音:和田啓子

校:鈴木ますみ 植田美穂子

編:土井賀津子

ルポ新型コロナ詐欺

(奥窪優木) 5:45

音:小林万智子

校:小倉玲子 植田美穂子

編:八田芙未子

 定 期 刊 行 物  

『ONE BOOK ONE LIFE』2021年8･9月号

発送:木下正義 中島小夜子

中島千恵 西垣泰子 山田一弘

『読書』2021年8･9月号

デイジー版 1:10

音:下山とよみ 校:寺下千秋

発送:井川倭文子 板波キミ 並木昌子

『アミ･ドゥ･ブライユ』第36号

点字版 1冊

点･校:河村牧子 清水浩子

古林敬子

『JRニュース』

2021年8月号 点字版 3冊

2021年9月号 点字版 3冊

点･校:金曜日グループ

『お役立ち目録～吉川英治文学

新人賞』2021年8･9月号

デイジー版 0:09

音:下山とよみ 校:寺下千秋

『子供の科学』

2021年6月号 デイジー版 4:00

2021年7月号 デイジー版 4:15

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 岸田素子 澤田美那子

夛田禮子 田中英子 土井明美

宮 清子 吉田 薫

『サイエンスかわら版』

2021年6月号 デイジー版 4:01

2021年7月号 デイジー版 4:02

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

岩田真智子 大屋敦子 河原眞知子

北川温子 木村純子 夛田禮子

寺田美枝子 畑 豊弥 濵名あきよ

浜本裕子 溝渕久美子 目連雅子

本村英子 山本雅子

『日経パソコン』2021年8月号

デイジー版 3:30

音･校･編:情報文化センター

石井那智子 小倉玲子 桂 公子

金井典子 川端真知子 北川温子

木村純子 小林幸子 小林万智子

小森佳津子 坂口幸子 阪本由美子

佐藤圭子 佐山敦子 嶋川真理子

下山とよみ 寺下千秋 寺田美枝子

感 謝 報 告
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西村郁子 二宮真理 橋本万里

浜本裕子 平田惠美子 福島博子

前田元子 三上 菊 溝渕久美子

目連雅子

『英語よもやま通信』

2021年8月号 デイジー版 2:21

2021年9月号 デイジー版 2:27

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

伊東晴子 川端真知子 川辺洋子

小林幸子 辻本紀枝 中島美穂

中島 睦 中原尚子 西田芳美

西和田惠子 前田元子 的場操代

眞津野秀子 山本 香 脇本登志子

『週刊新潮』デイジー版

◆2021年7月1日号 9:24

今岡松代 岡村勝彦 奥田和美

上田啓子 河原眞知子 衣田智恵美

木村加代 黒河典子 後藤泰子

正田潤子 中村千賀子 中村直美

中本和代 西田文子 野村美穂子

東浦雅代 兵頭つね子 深津綾子

福田佳代

編:中本和代

◆2021年7月8日号 10:35

井尻府三重 稲田至功子 大橋恵子

岡﨑節子 長村明子 加藤和夫

北元直子 坂本雪枝 阪本由美子

佐藤公平 澤井 稔 白井律子

髙田雅子 武市敦子 地上博子

寺下千秋 土井静栄 永井憲子

中地淳子 野村純子 林 由子

福井栄子 増田典子 向髙寿子

山田啓子 山本スズ子 山本晴代

◆2021年7月15日号 10:15

荒木節子 太田貴子 越智真弓子

北村優美子 帰村千恵 清水百世

新熊美衛子 髙久俊子 寺西竹子

中本和代 中村洋子 西村道子

西山トシ子 直場徳宥 橋本明子

橋本佳子 服部秀美 星子鐵郎

前田元子 松原和子 守田喜久子

山下 豊 山田栄利子 和田文子

編:中本和代

◆2021年7月22日号 10:02

畔田文恵 有川美津子 大久保美弥

大島幸枝 大塚しづ子 大森恵子

岡﨑節子 上村裕子 神谷勉子

川添美智子 川端砂代子 川本くるみ

久下悦子 阪本美紀 坂本雪枝

佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

地福延代 嶋津美香 白井律子

鈴木栄二 髙橋孝子 武市敦子

玉置明美 田宮加代 坪田捷子

冨田久美子 平田惠美子 弘津千加子

松浦洋子 八十嶋敦子 和田ゆう子

和布浦眞里子

◆2021年7月29日風待月増大号

10:32

有川美津子 稲田至功子 上原多美子

大坂陽子 大島幸枝 大塚しづ子

岡﨑節子 岡田栄子 上村裕子

川添美智子 川端砂代子 北村優美子

久保諄洸 小池雅子 國分清子

阪本美紀 坂本雪枝 佐藤圭子

佐藤公平 澤田由紀 沢田玲子

嶋津美香 島田悦代 鈴木栄二

髙田雅子 地上博子 西岡千代子

西田千波 西村道子 西和田惠子

野村純子 橋村惠子 橋本順子

濵 洋一 兵頭賢一 平田惠美子

前田元子 山本スズ子 和布浦眞里子

◆2021年8月5日号 9:22

今岡松代 岡村勝彦 奥田和美

上田啓子 河原眞知子 衣田智恵美

木村加代 黒河典子 後藤泰子

正田潤子 中村千賀子 中村直美

中本和代 西田文子 野村美穂子

東浦雅代 兵頭つね子 深津綾子

福田佳代

編:中本和代

◆2021年8月12･19日夏季特大号

12:13

天江美佐子 荒木節子 井尻府三重

岩谷友子 大橋恵子 長村明子

越智真弓子 坂口幸子 阪本由美子

清水百世 鈴木惠子 髙久俊子

田渕浩子 寺西竹子 土井静栄

成田次雄 成田由起 西村道子

直場徳宥 橋本明子 橋本佳子

服部秀美 星子鐵郎 前田元子

増田典子 松原和子 向髙寿子

山下 豊 山田栄利子 山本晴代

和田文子

編:中本和代

◆2021年8月26日秋初月増大号

10:37

畔田文恵 大久保美弥 大坂陽子

大島幸枝 大塚しづ子 大森恵子

岡﨑節子 上村裕子 神谷勉子

川添美智子 川端砂代子 川本くるみ

北元直子 久下悦子 小池雅子

阪本美紀 坂本雪枝 佐藤公平

澤井 稔 澤田由紀 島田悦代

嶋津美香 白井律子 鈴木栄二

髙橋孝子 武市敦子 玉置明美

田宮加代 坪田捷子 冨田久美子

中地淳子 西田千波 野村純子

橋村惠子 濵 洋一 兵頭賢一

平田惠美子 弘津千加子 前田元子

松浦洋子 八十嶋敦子 和田ゆう子

和布浦眞里子

編:デイジー大阪

◆新潮音訳協力グループ

八幡市民図書館朗読ボランティア

サークルよむよむ

奈良県視覚障害者福祉センター

｢草笛会｣

グループN-BUN

デイジー大阪

 プライベート製作  

点字図書

伊勢正三 リボーン(歌詞集コピー)

1冊

点:待田敏彦

校:宗像真李子

公式TOEIC Listening & Reading

問題集7(ETS) 12冊

点･校:グループONE
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世界で学ぶ、働くことは

生きること(生田博子 他) 4冊

点:華崎律子

校:黒堀比佐子

中学2年 理科2 29冊

点･校:木村寿子 河村牧子

校:清水浩子

夏休みの宿題(国語) A3 9枚 1冊

点:笹川雅子

夏休みの宿題(社会) A3 2枚 1冊

点･校:奥村純子 鴻上真理

夏休みの宿題(数学) A3 2枚 1冊

点:古財芳子

校:篠田弓枝

録音図書

いちばんやさしい西洋占星術入門

(ルネ･ヴァン･ダール研究所)

12:21

音･編:植田美穂子

火災保険補償内容(パンフレット

抜粋) 2:18

音･編:辻野玲子

新東京いい店やれる店

(ホイチョイ･プロダクションズ)

12:42

音･編:川添美智子

背骨が通れば､パフォーマンスが

上がる!(高岡英夫) 6:47

音･編:三原太郎

TORIさんの特撮放談 ウルトラQ

ウルトラマンのまき2(TORI)

4:05

音:松浦洋子

本気で作家になりたければ漱石に

学べ!(渡部直己) 8:47

音･編:三原太郎

 対面リーディング  

7･8月 利用者7人･10件

『対面リーディング通信』編集

伊東晴子 木村謹治 澤井 稔

細井昌子

 館内お手伝い  

図書・情報サービス

板波キミ 板谷照美 上田敬子

海上映一 片岡忠克 木村謹治

帰村千恵 小寺高子 武部はつ子

田間泰子 塚本紀子 逸見恵子

深見真理 福冨小夜子 宮嶋昌代

森本益子 若槻敬子 渡邊洋子

［茨木市バラの会］

片倉康子 堂 晴美 永崎利恵

整理・情報サービス

板谷照美 鱗星千恵子 岡田満千代

電子書籍

池尻三千子 西村佐世子

◆7･8月の貸出実績

点字 7月:137tl 8月:154tl

DAISY 7月:3213tl 8月:3199tl

テープ 7月:2tl 8月:4tl

 電子書籍  

◆プライベート製作

日商PC検定試験 プレゼン資料作成

3級 公式テキスト&問題集

PowerPoint 2016用補足資料

軒原 修

◆テキストDAISY図書

ちくま文学の森9 賭けと人生

テキスト校正:松本昌子

DAISY編集:山田理子

DAISY校正:足立佐紀子

心の疲れをとるコツ

テキスト化:大里いずみ 軒原 修

DAISY編集:山城新一

DAISY校正:森田敏子

ぼくの映画人生

テキスト化:永薮直子 笠松幸彦

DAISY編集:浦浜容子

DAISY校正:森田敏子

◆マルチメディアDAISY図書

木のはえた花嫁

スキャン:千徳節子

テキスト化:千徳節子 新田 優

DAISY校正:森田敏子

音:前田綾子 伊志峰和代

10代からのワークルール2

テキスト化:加藤珠子

足立佐紀子

画像:加藤珠子

DAISY編集:山田理子

DAISY校正:足立佐紀子

音:二宮真理 吉川順子

 パソコンサポート  
(ボイスネット)

【7･8月実績】

週報:伊藤 勇 木村朱美

HP更新:中条正信

ICTサロン講習サポート:

萩原博子 木村朱美

 ご 寄 附  

公益財団法人鉄道弘済会西日本支部

髙梨智子 西野隆士 湯川欣晃

匿名2件

(敬称略をご容赦下さい)

《一ツ橋綜合財団助成事業》

アクセシブルな電子書籍、

シネマ・デイジー等、当館の

先端的なメディアは公益財団

法人一ツ橋綜合財団のご助成

により製作されています。



８月19日から９月末(予定)まで開館を縮小

大阪府における４回目の緊急事態宣言に伴い、

８月19日(木)から当館の閉館時刻を16時30分に

早め、館内活動を一部休止するなどの対応を取

りました。緊急事態宣言が終了した場合、10月

から講習会と会議室利用などを定員２分の１以

下で再開する予定ですが、今後も感染状況によ

って随時対応を変えますので、ご了承ください。

10月から普通郵便の配達日が縮小へ

日本郵便株式会社は、今月から｢普通扱いの

郵便物、ゆうメール｣の土曜日配達を休止し、

｢お届け日数｣も段階的に１日程度繰り下げると

発表しました。当館では、火曜日から土曜日、

視覚障害利用者に点字・録音図書を発送してい

ますが、特に週の後半に貸出申込があった場合、

配達が土・日を挟んで、月曜日以降になる可能

性がある上、来年１月以降は、配達が現在より

１日程度遅れるとのことです。視覚障害者の

方々の読書が不便になるだけでなく、当館とボ

ランティアの皆さんとの書類送付にも影響が

ありますので、ご承知おきください。

感 謝 報 告 (続き)

図書･情報サービス ★７･８月の人気貸出図書★

【点字図書】｢戦国のコミュニケーション｣(山

田邦明)、｢鬼滅の刃10｣(吾峠呼世晴)、｢体内時

刻を制すれば痛みが消える!不調がなくなる!｣

(鈴木康玄)、｢マンボウは上を向いてねむるの

か｣(沢井悦郎)、｢ベランダの秘密基地｣(木村色

吹)、｢性からよむ江戸時代｣(沢山美果子)、｢古

代ギリシャのリアル｣(藤村シシン)、｢縁結び神

社の猫神様｣(鹿ノ倉いるか)

【録音図書】｢時を継ぐ者伝 光秀京へ｣(宇田川

敬介)、｢｢うらやましい｣がなくなる本｣(植西聡)、

｢この国は､変われないの?｣(室井佑月)、｢読む

よむ書く 迷い多き君のためのブックガイド｣(重

松清)、｢鬼振袖｣(河治和香)、｢１日１杯脳のお

そうじスープ｣(内野勝行)､｢平成臨終図巻｣(長

尾和宏)、｢京都｢哲学の道｣を歩く｣(大橋良介)

ボランティア友の会世話人会報告

9月2日(木)10:00～11:30

出席者:池本、植田、大安、奥、尾崎、笠松、

木虎、田中 (館から竹下、德嶋)

<館からの報告> 緊急事態宣言延長に伴うボ

ランティア活動について／トークイベントの開

催について／日本郵便が土曜日の配達を中止

<協議事項> 施設見学会の検討(後日の協議

で今年度は中止を決定)／2021年度ボランティ

ア交流会での花の贈呈について

<次回>11月4日(木)10:00～11:30

あ ゆ み

【８月】

８日～16日 全館夏期休館(11日は部分開館)

【９月】

２日 ボランティア世話人会

９日 グッズサロンと図書貸出休室(整理日)

21日 グッズサロンと図書貸出休室(20日の振替)

23日 全館休館(祝日)

予 定

【10月】

２日 オープンデー(館内見学日･要予約)

９日･10日 オンライントークイベント～全国

ロービジョンフェア2021

12日 グッズサロンと図書貸出休室(10日の振替)

13日～14日 全視情協高知大会(オンライン)

14日 グッズサロンと図書貸出休室(整理日)

編 集 １年半もの間、家族や友人との交流も

後 記 ままならない中、時折、海外のわが子

のような青年から連絡が来るのはとても嬉しい

ことです。プエルトリコのエライネは、30年前、

キューバで親しくなった図書館司書の娘ですが、

自著を点字にしたいという相談があり、昨年、

ダスキン研修で来館したサモアのアリ君からは、

持ち帰った日本の点字器具や資料を自国の若者

達に紹介しているとの報告が。また、2017年に

来館したインドのラムダス君からは４年ぶりに

連絡があり、新妻と赤ちゃん共に元気で、銀行

勤務の傍ら、盲学校でボランティアで日本語を

教えているとのこと。彼らと再会して親しく語

り合える日が１日も早く来ますように。(竹)
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